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郊外住宅100年の歴史から、いま、環境負荷を軽減し、コンパクトでサスティナブル（持続可能）なまち

づくりをめざす新しい動きが、世界同時進行で着々と理論化され、プロジェクト化されつつある。それは

コルビュジェ以来の近代都市計画理論とは真っ向から対立するものでもある。

ニューアーバニズム、リージョナルシティ、ソーシャブルシティ、ニューガーデンシティ。

前43号特集「ニューアーバニズム入門」に引き続き、本号では、注目されるこれら4つのキーワードから

新たな動きを探る。

　　　　　　　特別寄稿：リージョナルシティのデザインポリシー　ピーター・カルソープ（翻訳川村健一）

　　　　　　　座談会：「まちなみ」への取り組み　蓑原敬、大野秀敏、小嶋一浩
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　多くの人々が、都市（City）と郊外（Suburb）

の集合体の中に住み始めている。大都市圏

（Metropolltan　Reglon）は、基本的に一つの

経済、文化、環境ならびに市民生活を形成し

ている。これらの集合体から新しいタイプの

都市圏が現われっつある。これらの街はハワ

ードの示した田園都市構想や、現代建築家の

示すグリーンベルトを配したニュータウン構

想、あるいはスプロール化したエッジ・シテ

ィなどと異なる。

　まったく新しい形の街一都市部への集中で

もなく都市部から離れるでもない、あらゆる

方向へひろがる、階層をもたない「リージョ

ン（地域）」である。そのリージョンはコミュ

ニティ、オープンスペース、経済システム、

文化のいくつものネットワークでカバーされ

ている。このリージョンの健全性は、ネット

ワークの繋がり、洗練されたインターフェイ

スとそれらを含む要素のバイタリティに依っ

ている。

　情報経済のように、リージョナルシティは

多様化、そして連携と共通の基盤に依存して

いる。もし、情報源の多様性が欠落していた

り、情報が滞留したり、共通の言語が欠落し

ていると、インターネットは機能しない。同

じことがリージョナルシティにも当てはまる。

つまりリージョナルシティも多様なコミュニ

　　　　　　　　　家とまちなみ44　　20019 3
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図1ポートランド、ウィラメットパレー　　リージョナル

シティとして考える地域の例（1）。約100マイル（160km）

におよぶ地域経済圏を有し、1976年以来、UGB（都市成長

境界線）を設置、20以上の市町村と約220万人掛住民をか

かえる

ティや、変化に富んだ連携、そして、明確に

定義された共通の基盤を必要としている。リ

ージョナルシティ内のコミュニティは、域内

の都市の中心部から田舎の村にいたる範囲に

広がる一方、それぞれのコミュニティでは、

その中心部により機能集中せねばならない。

同時に、広域の都市圏内での居心地の良い場

所として組み込まれて機能することとなる。

　それぞれのコミュニティでは実際に顔を合

わせることのできる場とバーチャル・テクノ

ロジーを組み合わせねばならない。ちょうど

通過する車と歩行者を統合しなければならな

いのと同じである。

　「リージョン（地域）」の共通の基盤は、オ

ープンスペース・システムと文化の多様性な

らびに自然、歴史とその経済的な特徴からつ

くり上げられなければならない。新たに現わ

れてくるリージョンは、たとえば都市化、自

然、文化、経済などひとつのもので特徴づけ

られているのではなく、それら全て一体とな

って特徴づけられている。それらは単に中心

市街地の都市化あるいはガーデンシティ的な

分散に還ることではない。それはあらゆる種

類の層とあらゆる場所のネットワークである。

このリージョンは現在、過去の都市がそうで

家とまちなみ44　　2001，9

あったように、文化のフレームワークであり、

経済の防護枠の機能をもっているのである。

それゆえに、このリージョンを「リージョナ

ルシティ」とよぶ。

　新たに現われっっある、これらのリージョ

ナルシティにおいては、郊外はもはや都市の

サービス機能としての存在でぽなく、また都

市も、もはやスプロールするリージョンの中

で多くの人の集まる場所としてのコミュニテ

ィではなくなっている。郊外も都市もその規

模や集積度に拘わらず、同じである。大規模

経済圏といえるリージョンであるシリコンバ

レーのベッドタウンはサンフランシスコ市街

地と同じである。オークランドのような古い

都市も永年かけた都市化と中心部の立地によ

って、都市の再生が行われている。新しいリ

ージョンはそれぞれの地区を強化し、相互の

関係を強化することによって統合される。

夢

　リージョナルシティの明確なビジョンを創

造する鍵は、それらは設計できるということ

である。設計という言葉の意味するところは、

物質的な形態を建築的に設計するという典型

的なところにあるのではなく、その機能、ア

イデンティティ、多くの規律の美学を融合す

るものである。地域の設計とは、その生態、

経済、歴史、政治、規制、文化、社会的構造

に対する需要など多くの問題を統合する行動

である。

　われわれは、ともすればデザインよりエン

ジニアリングを重視する傾向にある。エンジ

ニアリングは、いずれか一方の選択を迫る状

況を数多く創り出す仮想のフリーマーケット、

あるいは競合する政治的構造と衝突すること

になる特別な規範をもった固有の要素を効率

化する。それによって、われわれは「全体シ

ステム」あるいは個別の効率と、統合された

部分との交換を認知する「デザイン」をつく

り上げる可能性を失う。

　エンジニアリングの考え方は、しばしば複

雑性や多方面に渡る課題を計測可能な単位に

置き換えてしまう。たとえば、交通エンジニ

アは、しばしば周辺への影響や歩行者の歩き

易さ、安全性が損なわれることを考慮せずに、

交通量を最大限にすることだけを考えて道路

幅をひろげる。土木エンジニアは河川の護岸

工事をする場合、その休息場所としての機能、
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図2　ポートランド・メトロの構成（「メトロ2000年のコンセプト」より）。図1の域内の最大の都市圏、ポートランド・メトロ

を構成する各センターのネットワークと、それらを結ぶトランジットシステムと将来の増加人口を併せた就労エリアを示す

生態環境、美的価値などを考えずに効率性だ

けを優先する。商業施設のデベロッパーは地

域特性と集会場所など周辺住民の社会的必要

性とのバランスを考えずに、施設への配送の

効率性だけを優先して駐車場をつくる。われ

われは、繰り返し個々の効率性を優先するば

かり、全体の相乗効果を犠牲にしている。

　リージョナル・デザインはトップ・ダウン

のアプローチを意味するものではなく、マス

タープランナーあるいは専門家が理想的に構

築されたシステムをレイアウトすることであ

る。デザインは多くの個人、専門家あるいは

市民グループの参加する協議会を通じてつく

られていく。リージョナル・デザインではな

くリージョナル・エンジニアリングといえる

であろう。もし、リージョナル・デザインに

よって個別のシステムとして扱われている多

くの要素を統合するのに唯一の可能なプロセ

スは包含と参加であろう。

　リージョンまたはネイバーフッド（近隣

nelghborhood）でさえもデザインできるし、

されるべきであるというのは、サステイナブ

ルな地域を創造する考え方が拠り所となる。

われわれが都市の発展を方向づけるためには、

予想しない相乗効果や複合的な交換を巻き込

むような行動をしなければならない。ネイバ

ーフッド、市街地、リージョンは、有機的に

（神秘的にというか）発展していく。これらは

目に見えない市場の力によるもの、技術的要

請の総量、あるいはこれら制御できない力の

組み合わせである。これらの力はむやみに歪

曲できないし、すべきでないという幻想もあ

る。無理な計画は過去において失敗したし、

よって将来においても失敗するであろう。

　第二次世界大戦以降、郊外、都市、リージ

ョンは、専門化、標準化、大量生産という現

代主義に沿ってデザインされてきた。これら

3っの主義は工業経済と競合し、ネイバーフ

ッドあるいはリージョンの性格づくりに深い

影響を与えてきた。ネイバーフッドのスケー

ルでいえば、専門化とは全体に対する責任な

しにそれぞれの用途の効率性を優先して開発

された住宅地域、商業地域、事務所地域、市

民生活地域などの土地利用を意味する。リー

ジョンでの専門化とは、郊外は中産階級の住

宅とニュービジネス、都市部は貧困階級と低

迷した産業、田舎億自然と農業というような

地域内で独自の役割を果たしているそれぞれ

の地域をいう。

　専門化、標準化はわれわれのコミュニティ

を均質化し、歴史には目をつぶり、ユニーク

な生態系システムを消滅させた。「全てのサイ

　　　　　　　　　家とまちなみ44　　20019 5
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図3　ヒルズデール・ビレッジ（ケーススタディ）。リージョン（リージョナルシティ）を構成す

るネイパーフッド（近隣）の計画例。コミュニティの中心部のデザインを示す。歴史的建物を保

全し、ペデストリアン（歩行者）中心の計画を行っている

6

ズに合う」という考え方が場所やコミュニテ

ィの特性を凌いでいる。住宅、交通、事務所

などの大量生産が、地域企業、地域システム

やグローバル・ネットワークの微妙なバラン

スを打ち壊している。大量生産の論理は日常

の生活や人間の文化の専門化あるいは標準化

を進め、スケールを大きくする方向に容赦な

く動いている。

　専門化、標準化と大量生産の現代的な連携

に対峙することは、機械的なものより生態的

なものにより根差して立ち向かうことである。

すなわち多様化、保守・維持とヒューマンス

ケールである。それぞれの規模における多様

化は、それぞれの場所や歴史のもつ独自性を

反映した、より複雑で異なるコミュニティを

つくりあげることである。保守・維持とは、

自然、社会、組織にかかわらず既存の資源を

大切にすることを意味する。ヒューマンスケ

ールの考え方は、離れて遠くから眺めたり、

機械的に標準化を追求することから、もっと

眼の前の現実の事象に引き戻すことである。

　これらの考え方は、社会、経済、コミュニ

ティの大きさに対し、等しく適用されるべき

である。たとえば、ヒューマンスケールの社

会的な関わり合いは、警察官がヘリコプター

で旋回するより地上を巡回することを意味し、

経済的な関わり合いは大規模な産業や企業よ

り小さな地域の企業を支援する経済政策であ

り、物理的な関わり合いは、建物のかたちや

詳細がそれが建っている通りとどのような関

係であるかによって実現される。経済開発、

住宅、教育、社会福祉に関する行政の標準的

なカテゴリーと異なり、これらのデザインの

基本的な考え方は実際のデザイン作業、社会

プログラム、経済的戦略に統合される。よっ

家とまちなみ44　　2001．9

て、われわれはこれらの考え方が新しいリー

ジョンとネイバーフッドのデザインの精神的

基盤を形成するものと信じる。

　幾世代もの間、建築物のデザインやコミュ

ニティの計画そして公共施設は、ずっと「大

きいものがベターである」という基本的考え

を反映していた。効率性という視点からも、

巨大で集中した組織が考えられていた。他方、

小さなグループや個人向け施設をネットワー

ク化した分散の考え方が政府やビジネスと共

に新たな潮流となってきている。そして、小

さくて迅速なグループが従来の大きな縦割り

の組織を効率面でも凌駕しつつある。

　実際のところ、われわれの生きているいま

この時代は、これら両方のトレンドの渦中に

ある。たとえば、市街地の中心に巨大な小売

りアウトレットがまた出現するとは思っても

見なかった。ニューエコノミーが小さなスケ

ールで親しいグループを対象に進展している

一方で、一部のビジネスはより大きく一層集

中化の傾向にあった。住宅の生産においても、

タイプは多様化していったが同時に大きな額

の住宅ローンのパッケージを生み出している。

どちらの傾向も同時に生じており、われわれ

のコミュニティもこれらの複雑さを映し出し

ている。

　同時に人々は、これらの相矛盾する2つの

傾向のアンバランスに行き詰まりを感じてい

る。われわれのコミュニティの街区、学校、

地域のショッピングエリア、新しく開発され

た住宅地やアパートのコンプレックス、オフ

ィスパーク等、ヒューマンスケールを無視す

るかたちでいまなお多くのものがっくられて

いる。そして、われわれはこれらのスケール

観を逸したことによる反動がいろいろな面で

生じていることを見続けてきた。人々は、常

にその建築物の基本的性質となるディテール

やアイデンティティを、機能的な建物であれ

ば、それに考慮しないことを望んだのだ。

　人々は、歩きやすい通り、木々が木陰をつ

くり、また通りにそって窓が並んでいる建物

を望んでいる。理想的なメインストリートの

ショッピングエリアとは、歴史的なものにあ

ふれた地域である。

　ヒューマンスケールとは、デザインの基本

精神であり、人間本来の素直な欲求と新しい

つ

「）

u
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図4　ソルトレーク、ワサチフロントーリージョナルシテ

ィとして考える地域の例（2）。ポートランドと同じ約100

マイルに及ぶ地域経済圏と約170万人の住民をかかえてい
る
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図5　ソルトレーク・エリア。「図4」の域内最大の都市圏て

あるソルトレーク・エリアを構成する各センターのネット

ワークと、それを結ぶトランジットシステムおよび就労エ

リアを示す

分散化経済を進めようとする人々の気風をう

まくバランスさせる考えである。

　ヒューマンスケールのポイントは、トップ

ダウンで決められた社会プログラム、たとえ

ば、特徴のない住宅計画、だんだん遠い場所

に追いやられる施設など、そのような考え方

から離脱することである。わかりやすい表現

をすれば、ヒューマンスケールとは、タウン

ハウスの玄関ポーチや独立家屋の前面にある

ポーチのようなものである。高層建築の吹き

抜けやトラックホームのガレージドアではな

い。経済面でいえば、個人の起業家や地域ビ

ジネスをしっかり支えてゆくことである。そ

して、コミュニティの面でいえば、強いネイ

バーフッドへの眼差しであり、日々お互いを

励まし合う環境ではないだろうか。

　多様性にはさまざまな意味合いと奥深い意

義がある。そして、コミュニティ計画を行う

上で、社会面、環境面、経済の分野において

もっとも価値のある要素である。たぶん、コ

ミュニティづくりにおいて、最も明らかな成

果をあげるのが、用途の多様性と多様な住民

構成である。

　設計の原理として、幅広い用途や種々の住

宅タイプからなるミックスユーストなネイバ

ーフッドへの回帰を示唆している。4つのコ

ミュニティの基本的な要素、公共の場、自然

システム、住宅の機会性、商業としての用途、

これらが、どのような場合でも多様性の具体

的な要素を定義づける。

　具体的には、近隣（neighborhood）にお

ける多様性は目的が容易になり、皆の利用す

るコミュニティ施設が融合されてくる。そし

てこれらにより特徴ある建物が増え、通りの

景観が場所により用途により異なるようにな

っていく。

　社会面での多様性の基本は、しばしば論議

の的になるが、これが全ての面でもっとも可

能性をもっている。これにより、多岐にわた

る年齢のグループや収入面、人種の面でも異

なる家族からなるコミュニティを創出するの

である。われわれがいつも討議してきたよう

に、ネイバーフッドというのは多少の差こそ

あれ、民衆（commonaltles）によって決め

られるものである。そして今日、われわれは

次ぎのような極端なところまでたどり着いた。

　　　　　　　　　家とまちなみ44　　20019 7
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図6センタービル（ケーススタディ）。リージョン（リージ

ョナルシティ）を構成するネイパーフッド（近隣）の計画

例。ソルトレーク市の16km北に位置し、郊外型コミュニテ

ィとして既存の近隣に約20haの空地を合わせた15，000人に

及ぶベッドルーム・コミュニティの中心部の計画例

すなわち、収入、家族のサイズ、人種は、全

てそれぞれ市場のセグメント、立地性から分

離されて独自に構築されるべきだと。種々の

家を融合することは少し時間がかかるが、収

入レンジを広げたり、種々の年齢層、いろい

ろな生活、さまざまな民族が住むように門戸

をひろげるネイバーフッドはこれからも成長

していくであろう。

　多様性は経済的にも意義ある指標だ。経済

再生の目標を、特定の工業や政府主体のプロ

グラムに集約した時代は過ぎてしまい、もっ

とエコロジカル（地域発生的）な視点をもった

企業群が出現してきている。これによって新

しいビジネス企業群（規模やマーケットの地域

によって異なるが）を出現させ、健全で強い経

済を維持することになる。従来的な経済性だ

けではなく、生活の質（QOL）やその場所の

持つ魅力こそが、新しい経済のなかでは意味

ある役割を果たすようになってくるだろう。

　さらに、地域的にも広域的にも、エコロジ

ーを考える上でも多様性は基本原則である。

現存する自然の複雑さや傷つけられた生態系

や河川の流域を十分理解した上で、オープン

スペースの計画に従来と異なるアプローチを

することが急務である。積極的な改造や生態

系の保全はときとして大きな可能性を秘めて
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いる。いろいろなオープンスペースの種類、

アクティブ、パッシブを問わず、ネイバーフ

ッドのレベルからリージョンのデザインへと

融合されなければならない。用途の多様性、

人種の多様性、企業の多様性、自然のシステ

ムの多様性がリージョナルシティの基本的な

原則なのである。

　「保守、維持」とは、コミュニティのデザイ

ンにおいては資源の節約や自然のシステムを

保護することだけではなく、より多くのこと

を意味している。たとえば、文化、歴史そし

て、その場所に集積された建築の保全、修復

をも意味している。もちろん、保守・維持を

考えて、コミュニティや建物は、デザイン上、

より少ない資源、エネルギー、土地、廃棄物

で成り立つように計画されている。しかし、

われわれが何を保有しているのかを知り、再

利用、修復の気運を高めることは、物理的、

社会的双方から要請されていることである。

　保守・維持という原則は、自然環境だけで

なく人工的につくり上げられる環境について

も考えていかねばならない。ここで述べる環

境とは、歴史的な建造物の集積、ネイバーフ

ッドの施設、そこに住む人、そして人々の歴

史を意味する。コミュニティは、自己の文化

的アイデンティティ、歴史、独自の自然システ

ムを保存するように努力せねばならない。修

復と保存は、環境面でのテーマだけではなく、

われわれがコミュニティを広域で、あるいは、

地域の中で考える上でも必要なアプローチで

ある。資源を保守することは、コミュニティ

を計画するうえで明白な意義を持っているの

だ。

　第一に考えねばならないのは、開発によっ

て失われた自然システムの量であり、スプロ

ールを支える車の量である。しかし、コンパ

クトで歩ける（walkable）ようなコミュニテ

ィでさえ、資源の保護は新しいデザインの方

向性を導き出す。水路の保全やそこにもとも

とあった生態系を活かした水処理は、水路の

アイデンティティとともに自然のもつアメニ

ティをつくり出し、水質の保全をも可能にす

る。また、建物におけるエネルギーを節約す

るためには、その場所での気候との対応、場

所の持つ特殊性を考えねばならない。歴史的

建物、ネイバーフッドの施設の保全は、コミ

。

「」
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ユニティのアイデンティティのアイコンとし

て機能する。地域特有の建物を修復し、価値

を高めることは、エネルギーコストを削減し、

地域の歴史を再認識させ、仕事を創出するこ

とになる。保全の動きが大きな一歩を踏み出

すと、単なるファサードの修復を超えた歴史

地区の生命そのものであるネイバーフッド地

域の社会構成やコミュニティの成り立ちにま

で及んでいく。

　また、人的資源を保全することが、もうひ

とつの基本的原則として意味を持つ。貧しく、

教育の行き届いてない、そして就業の機会の

少ない多くのコミュニティにおいて、人的資

源の有効な利用ができないという悲劇がおき

ている。われわれも気づき出したように、も

しも、貧困が増えて人々が絶望と犯罪の不毛

の状態に陥るようであれば、コミュニティは

生き続けることはできないであろう。この点

からしても、保守、維持ということには、よ

り大きな意味がある。すなわち、どんなとこ

ろにおいても、人材が無駄に使われたり、安

易に使い捨てられ、切り捨てられるような自

然的、文化的な環境であってはならない。保

守と修復ということが、環境的にも強く社会

的にも豊かなコミュニティを実現する実際的

な方法なのである。

　リージョンあるいはネイバーフッドが、以

上述べてきた原則に従って設計されたとした

ら、一体、何が起きるだろうか。「パラレル

（並行）デザイン」という一連の面白い考え方

が、それぞれのレベルで出現するであろう

（リージョンは、それを形成する基本のピース、

ここではネイバーフッドに似ている）。まず第

一に、都市ばその郊外、そして自然環境と共

に、ひとつの構成単位（ユニット）として設

計されなければならない。たとえば、ネイバ

ーフッドについても、そのエレメントである

住宅、商店街、オープンスペース、公共施設、

ビジネスエリアも含めてひとつの構成単位

（ユニット）として考えるのである。これらの

考えは、リージョンでも地域でも絶対に必要

なことである。現在われわれが直面している

多くの問題は、それぞれのエレメントを分け

て考えることより生じている。全てが統合さ

れたリージョンの設計は、ネイバーフッドを

設計するのと同じように設計されるべきであ

る。どちらも保護された自然のシステムと活

気に満ちた中心、ヒューマンスケールの循環

システム、公共の空間、かつ、それらを統合

した多様性を必要としているのである。した

がって、リージョンに対しての建築を考える

とは、ネイバーフッド、地域（district）そし

て都市の中心街に対するのと同じ文脈となる。

ネイバーフッドに対して建築を考えることは、

リージョンに対して、よりサステイナブルで

統合され、筋の通った文脈を持つものがっく

り上げられるのである。このような2つのス

ケールで考えることは、並行な特徴を持つこ

とであり、お互いを強め合うのである。

　リージョンでの大きなオープンスペースと

しての回廊、たとえば川や分水嶺のエリア、

湿地帯あるいは森についても、村の中の緑地

の位置づけを拡大すると、リージョンのなか

での共有地（コモン）と考えられるのである。

これらの自然の共有地、リージョンの境界に

ある保留地（リザーブ）のような地について

は、リージョンとしての特徴をペースとして

生態系のアイデンティティを確立する。同じ

ようにネイバーフッドにおける自然のシステ

ムやオープンスペースも、基本的には上記と

同じように考えるのである。ネイバーフッド

における生態もリージョンにおける生態も、

それぞれのエリア内での共有地（コモン）の

一部であるという意味では、同じである。

　地域のコミュニティの十字路の機能として

ネイバーフッドにバイタルセンターを必要と

するように、リージョンにおいても文化の中

心あるいはグローバルな経済連携の中心とな

る都市を必要とするのである。現時点では、

どちらにおけるセンターも成功しているとは

思えない。郊外においても、かつて村の人口

に見合っていろいろなサービスを提供してい
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ピーター・カルソープ

（Peter　Ca正thorpe）

　1949年生れ。71年イエ

ール大学卒業。1972年か

ら実務につき、1983年カ

ルソープ事務所設立。DPZ

とともに、ニューアーバニズ

ムの旗手として、その理論

と実践に大きな影響を与え

ている。ラグーナ・ウエス

ト（サクラメント、1989）、

ノースウエストランディン

グ（デュポン、1990）、ザ・

クロッシング（マウンテン

ビュー、1998）などのプロ

ジェクト、『サスティナブル

コミュニティ』（シム・バ

ン・デルリンとの共著）

（1983）、『ペデストリアン

ポケットブック』（1990）、

『きたるべき米国の大都市』

（1993）などの著作がある。

川村健一
（かわむら　けんいち）

　1949年広島県生まれ。

京都大学卒業。システム工

学、ロボット分野、計測分

野、通信分野を学ぶ。その

後、アメリカの研究機関、

大学と共にソフト開発、都

市生態学、土木エンジニア

リングなど、幾多の共同研

究を進める。現在、（株）フ

ジタ技術センター副所長
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たセンターが、遠くのディスカウントセンタ

ー等の容赦ない攻勢に負けてしまった。地域

のコミュニティの人々が集まる小売店での買

い物はなくなってしまった。都市の中心部に

おいても同じような店が粉砕されたようにで

ある。どちらもリージョンおよび地域コミュ

ニティを問わず、多量に物を売り捌く企業に

餌食にされてしまったのである。

　リージョンとネイバーフッドの設計におい

て、他にもパラレル（並行）な視点がある。

ネイバーフッドにおけるペデストリアンスケ

ール、ウォーカブルな通りや、近くの目的地

等は、リージョンのスケールで考えるとトラ

ンジットシステムに置き換えられる。リージ

ョンにおけるトランジットは、ネイバーフッ

ドにおける通りのネットワークと同じように

考えられる。リージョンにおけるトランジッ

トの線形計画はエリア内の成長と再開発を念

頭に入れて考えるように、ネイバーフッドに

おいては、メインの通りを同じように考える

のである。

　地域からリージョンへの横断的スケールで

考えると、リージョンレベルでのトランジッ

トシステムによりネイバーフッド、地域レベ

　　　　　　　　　　　　　　　　　コルでの生活者が、リージョンの目的地にも行

けるようになる。車を使わなくてのすむので、

ネイバーフッドの支持を得られるのだ。この

ように、2つのスケールのシステムがパラレ

ルを原則として設計されていれば、お互いを

補強し合うことができるのだ。

　すでに示した通り、多様性は、ネイバーフ

ッド、リージョンにおける基本的な設計原則

である。多様化する住民や仕事により、リー

ジョン内に強い経済と豊かな文化が生まれる。

また、同じようにネイバーフッドにおいても

住宅が多様化することにより、前向きなコミ

ュニティへの指向が推進される。先の労働大

臣のロバート・ライチは、著書の『国の仕事

（THE　WORK　of　NATIONS）』の中で「成功

の継承」ということを明言している。ネイバ

ーフッド、リージョンのどちらのスケールにお
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いても、種々な人の住む住宅やミックストユ

ーズな環境を考えるということにより、年齢

や収入により対立は解決できるのである。

　同じような事象がそれぞれのスケールで生

じる「並行」ということは、単に偶然な事象

ではない。文化や経済の基本を考えれば、そ

れぞれのスケール（ネイバーフッド、リージ

ョン）において同時に同じような事象が生じ、

かっ強め合うのである。

　スプロールやリージョンの視点を欠いた構

想は、今まで述べた基本的な考えから生まれ

たのではなく、年齢差によるギャップやまっ

たく異なるパラダイムによりつくられたもの

である。

　第2次世界大戦以来、経済や文化は工業的

な質の視点に立ち、標準化、専門化の方向に

加速されてきたことは先にも述べた。このよ

うな時代の多くの郊外化はまさに特色のない、

工業的な標準化された質に特徴づけられたも

のである。

　われわれが今日進めている都市圏
（Metropolitan）をベースにした計画様式に

至るプロセスは、それほど以前から始まった

のではない。あるいはその代案として手の込

んだ、その地域の材料を用いた歴史的文化の

香る、夢に出てくるようなコンパクトな町へ

行き着くようになったのも、ごく最近のこと

である。これからつくることのできる未来は、

リージョナルそしてグローバルな特徴あるい

はプロセスや様式を複雑に織り込んだものに

なるであろう。

　大量生産や物流システムはなくならない。

グローバルな通信システムも瓦解しない。国

や都市の政治の仕組みも変わらない。しかし、

リージョンあるいはその町のアイデンティテ

ィの確立により、今日のコントロール不能な、

機能障害に陥った、あるいは、まったく危険

になった状況を落ち着かせて新たな文化を生

じさせることができるであろう。リージョン

とネイバーフッドの組み合わせを考えてより

よいバランスをとることにより、みんなが頭

を痛めている問題を解決することができるで

あろうと信じる。

、
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